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１０．周期性疾患と躁うつ病・うつ病

１） 生体の周期性、反復性、リズム

２） 躁うつ病症候群

３） 感情障害について、躁うつ病

４） 「うつ病」について

平成20年10月30日

内部環境の恒常性を保つためにリズム形成された生理現象

・ 性周期（組織の物理学的問題）

・ 心拍数、呼吸数など（視床下部）

・ 体内時計、生物時計（光周期との関係、時間記憶、定位測定）

・ 概日リズム Circadian rhythm  （南山堂、医学大辞典） 視交叉上核

睡眠と覚醒（２つの賦活系、青斑核 ）

静止と活動（身体運動、摂食・飲水行動など）

内分泌リズム（成長ホルモンなど）

・ 潮汐周期、概月周期、概年周期など

・ 内分泌のフィード・バック機構

生体のリズム（バイオリズム）

・ 感染症の流行 インフルエンザ、マイコプラズマ症

・ 睡眠時無呼吸症候群、異型狭心症など

・ うつ病、躁うつ病、非定型精神病（周期性精神病）など

リズム性を持つ疾患群 反復性、周期性、元に戻る病気（急性疾患）

・ 感染症と免疫

・ 内分泌系のフィードバック

・ 自律神経系（交感神経系と副交感神経系）

・ 精神疾患

内因性精神病と神経症・心因反応

・ 三大精神病 精神分裂病（統合失調症）

躁うつ病（躁病、うつ病を含む）

（てんかん）

・ 神経症・心因反応

（了解可能か否か）

２）躁うつ病症候群
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周期性精神病・躁うつ病

Krepelin,E (1896)   periodisches Irrsein

(1899)   manish-depressive Irrsein

１）感情障害を主として２次的に思考・意欲の障害

２）病相の存在、周期性

３）人格障害がない（processを伴わない）

精神症状学

患者の体験する症状

１．対象意識（知覚）とその異常

２．自我意識（自我）とその異常

３．思考とその異常

４．感情とその異常

５．欲動、意志とその異常

６．意識とその異常

７．記憶とその異常

８．知能とその異常

９．人格（自己のあり方、行動様式）とその異常

前頭葉 （運動）・思考・予測・判断・情操・創造 （上手にがんばって生きる）

側頭葉 （聴覚）・記憶

前頭連合野 注意・思考・意欲・情動・（短期記憶）

大脳辺縁葉（辺縁系） 本能行動（意志・欲動、個体と種の維持）→視床下部・皮質下諸核

躁うつ病に関連すると想定される大脳皮質

抑うつ気分（感情の量的低下）

病的爽快（感情の量的増大）

意志・欲動の障害

感情・意志・欲動の責任領域

扁桃体・大脳辺縁系

前頭連合野

前頭葉
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生体リズムの障害としての症候群 皮質下諸核が担当

１．不眠・睡眠障害・早期覚醒（睡眠周期）

２．性欲減退、月経異常・生理不順（性周期）

３．精神症状の日内変動（概日リズム）

４．周期性に出現、季節性に出現（概月・年リズム）

大脳の機能障害としての症候群 大脳皮質（辺縁系を含む）が担当

１．発生の性差（女性に多い）

２．自律神経症状（消化器症状、循環器症状など）、性欲食欲の減退、

群居行動（視床下部・大脳辺縁系）の排除

３．感情（気分、情動、情熱）の障害

４．遺伝性・家族性の発生

５．思考障害（思路障害・妄想様観念）

６．薬物や電撃療法の効果

躁うつ病の特徴

感 情 快・不快を伴う主観的体験

気分 ある感情の色調が同じ調子で長引くこと

情動＝感動 一時的に強い感情

情熱＝熱狂 特定の対象に向けられた長続きのする激しい感情

１．感情の量的・質的障害

特徴 ①動機が明確でない ②量的に過剰かどうか ③長続きするかどうか

１）病的爽快 läppische Stimmung 児戯的気分 euphoria 多幸症
２）病的抑うつ 抑うつ気分

３）不安 何となく生命・存在に対するおののき 苦悶 憤怒 刺激性

４）感情鈍麻 無関心 無為 好褥

５）感情荒廃

２．感情の調節障害

１）感情不安定

２）情動失禁（感情失禁）

３）爆発傾向

４）両立価

５）気分倒錯

３）感情障害について

病型 １）単一性
２）周期性
３）循環性
４）単極性
５）双極性

性比 女性が男性の２倍 一般人口の０．３％～０．５％（有病率）

好発年令 躁病 ２０～２５才から
うつ病 ３０～３５才から

躁病 １／４ 躁うつ病 １／４ うつ病 １／２

病前性格 循環気質 （Kretchmer ,1921）
執着気質 （下田光造 ,1932）
メランコリー親和型 Typus Melancolicus （Tellenbach ,1961）

平均罹病期間 うつ病相（９ヶ月）
躁病相（６ヶ月）

遺伝負因の関与 親子で２０～２５％

４）躁うつ病について

様々な人生（人格） 抑うつ気分 ・ ２次的な思考・行動

（それなりの気分） などの障害

・ 身体上の障害

抑うつ症状群

人生上のエピソード（契機）

内因

心因

状況因

５）うつ病
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抑うつ症状群

全体の概念
・ 一次性で著しい気分の障害をもつ

・ 気分は、全人格（すなわち感情、見解、態度、自尊心、活動レベル、恒常性バランス、思考傾向など）に

影響を与える持続性で広範な感情の状態である

１）気分 悲哀 憂うつ、涙を流す、落胆、荒廃

士気阻喪 熱気の喪失、ユーモアの喪失、目標に価値を見出せなくなる、死の願望

倦怠 退屈、好奇心の欠如、好きなことへの興味の喪失、友人に対する関心の喪失

自己評価の低下 不全感、劣等感、自責感、自蔑、無価値感

２）活動性 快適さの障害 気がのらない、だるい、気が重い、考えられない

スタミナ 物事に着手し難い、意気消沈、うんざりする、元気がない、疲れる、人におくれる

食欲 食べたくない、空腹感の欠如、体重の減少、摂食困難

性欲 性行動の回避、楽しめない、性欲の喪失

３）興奮 不安 懸念、恐怖、緊張、身体化、苦痛、恐慌

混乱 くよくよする、焦燥、心配、易刺激性

睡眠 入眠困難、浅眠、熟眠感がない、睡眠の中断、悪夢

行動 落ち着かない、せかせかする、立て続けにたばこをすう、爪をかむ、浪費、不注意な危険行動、

自己破壊行為

４）慰めを求める行動 対人関係 執着的、要求的、弁解的、ときに過度の性欲

逃避 孤独に引きこもる、好褥、睡眠過多

食物、薬物、アルコール 過度の依存、過度の摂取、体重増加

（DSM-Ⅳ）

１）了解不能という視点から

躁うつ病 心因性うつ病

内因性うつ病 神経症性うつ病

うつ病の見方

２）大脳生理学的見地から

３）人間学的見地から

発病状況 状況因（20C半ばの研究）

結婚 出産 就職 昇進 家の新築 引っ越し

第２次世界大戦関連の研究

内因性うつ病 発症契機の９０％に社会心理学的要因

男性 社会的事情 仕事の過労、職務移動、精神的打撲、経済的問題

女性 家庭的問題 妊娠・出産・月経など、家庭内葛藤、近親者の病気・死、

精神的打撲

状況因 引っ越しうつ病（Lange,1928）

荷おろしうつ病（Schulte,1951）

根こぎうつ病（Bürger,1950）

内因・反応性気分変調 内因反応性失調症（Weitbrecht,1952）

実存うつ病（Häfner,1954）（Winkler,1957）

喪失うつ病（Lorenzer,1959）

昇進うつ病

背景抑うつ及び基底抑うつ（Schneider,1949）

依存抑うつ（Spitz,1946）

内因・心因 消耗性うつ病（Kielholz,1957）

退行期（初老期）うつ病

神経症性うつ病

心因性うつ病

身体症状のみ 植物うつ病

仮面うつ病
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内因性うつ病 endogenous  depressionの病前性格

（・ 循環気質（クレッチマー, 1921） 社交的、明朗でユーモア、柔和）

・ メランコリー親和型性格（Tellenbach, 1961）

几帳面 仕事熱心 律儀 円満な対人

関係を維持するための配慮 ⇒ 秩序愛 対他的存在

・ 執着気質（下田光造, 1932） 義務責任感 徹底性 熱中性

仕事熱心 几帳面

うつ病の精神症状
（１） 自我感情の沈滞、抑うつ悲哀感（中核症状）、不安苦悶感、絶望感

（２） 思考過程の渋滞、寡黙（思考抑制）、悲観的内容の談話

１）思考内容障害 希死念慮

うつ病性三大妄想 心気妄想

罪業妄想

貧困妄想

関係念慮・微小念慮
（３） 意欲ないし活動性の減退、減動（行動抑制）

１）意欲障害が少なければ克服しようとして焦燥感（激越型うつ病）

２）精神運動抑制 行動抑制と思考抑制 → うつ病性昏迷

うつ病の身体症状
（１） 生命感の障害→自律神経症状

（２） 食思不振

（３） 不眠（早朝覚醒）

（４） 性欲低下

（５） 仮面うつ病

いずれも日内変動

うつ病の病前性格

あるいはある種の

性格傾向

大脳の脆弱性
（大脳辺縁系？）

抑うつ気分

（大脳辺縁系）

身体症状

（視床下部・延髄）

脳の機能異常

（前頭葉など）

意欲の障害

思考障害
発症契機

心因・社会心理学的要因

身体因
内因


